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議長１０番 奥富 

通告に基づき一問一答方式で、一般質問をさせていただきます。 

 福生市民の命の安全と、財産の重大な損失に係わる非常事態と捉え、今回はオスプ

レイの横田基地配備に係わる問題に絞って、質問させていただくこととしました。 

 初日に正和会の乙津議員が概略の質問をしています。それを踏まえて、少し突っ込

んでお聞きしていきたいと思います。 

 誤解されると困るので、 初におことわりしておきますが、加藤市長を責めるもの

ではなく、国が説明らしい説明を、これまでほとんどしていないことに、 大の問題

があります。 

１．横田基地へのオスプレイ配備について 

（１）オスプレイは世界一危険な欠陥機について 

 ５月９日（土）朝日新聞の朝刊に、福生市にある米軍横田基地にＣＶ－２２オスプ

レイ配備の記事が載りました。直ちに行動を起こした日本共産党の国会議員、都議会

議員、私や池田議員を含めた区・市・町・村議員は、５月１１日（月）午後３時から

外務省、防衛省の担当者に衆議院議員会館に来ていただき、聞き取り調査をいたしま

した。しかし、「丁寧に説明します」の繰り返しの言葉はありましたが、オスプレイ

に関する問題についてはお答えできませんと、翌日、５月１２日に福生市はじめ５市

１町に説明に來庁されることすら、この場では答えませんでした。成果のない問答が

行われ午後４時頃終え、帰宅しました。 

 帰宅して目に入ったのが、福生市から全議員宛にＦＡＸされた２枚の情報です。 

 １枚がＭＶ－２２オスプレイ１機が横田飛行場を離陸、岩国飛行場に着陸の情報。 

もう１枚が平成２７年５月１１日午後４時頃、米国政府から日本政府に対して通報が

あった旨の情報提供が防衛省北関東防衛局よりありました。平成２７年５月１２日、
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外務省及び防衛省の担当者が関係地方公共団体である横田基地周辺５市１町に説明の

ため来庁する予定です。という情報でした。 

 その後、５月２２日（金）午前１１時、全福生市議が召集され、加藤市長からＣＶ

－２２オスプレイの横田基地配備に係わる得られた情報の説明がされた訳です。 

 森本敏元防衛相も２０１１年１月「朝までテレビ」で、オスプレイのことを「未亡

人製造機」と呼んでいたほどです。オスプレイは世界一危険な欠陥機とも言われて久

しいのですが、ＭＶよりさらに事故率が高いといわれるＣＶ－２２オスプレイの安全

性について、市長の認識をお聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

（１）オスプレイは世界一危険な欠陥機について  ＜２回目＞ 

 米国防総省国防分析研究所で試験・評価部長を務めたレックス・リボロ氏は、２０

０３年１２月にまとめた内部文書で、６つの欠陥を指摘しています。 

 この文書は、２００４年４月、１９人が死亡した墜落事故の調査についてまとめた

「Ｖ２２オスプレイの払拭できない安全性への懸念」と題するもので、軍事評論家の

カール・メイヤー元海軍大尉が内部告発したものです（しんぶん赤旗、２０１２年７

月８日付け）。紹介しますと、 

①オートローティション、自動回転装置という安全装置がない。 

 オスプレイはヘリモードから航空機モードに移行するのに１２秒かかる。この間に

高度は１６００フィート、約５００メートル下がる、これ以下の高度だと全パワー喪

失の場合は大惨事を起こす。１５０ｍの低空飛行はとんでもないことが分かります。 

②ヘリコプター特有の失速現象であるボルティック・リング状態で制御不能に陥る欠

陥。ヘリが下降する際、ローターの先端に渦巻き状の気流が発生し、それが機体を押
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し下げる状態のことで、オスプレイはその際、左右のローターに不均一な形で渦巻き

状の気流が発生するため、通常のヘリと比べて制御不能に陥りやすい。 

③左右にローターがあるという構造上、油圧・電気・機械系統が長く複雑になり、不

具合が生じやすい。 

④通常のヘリと比べてパイロットの動作に起因する事故が発生しやすい。 

⑤飛行にともない発生する渦巻きなどにより、他の航空機と近接飛行していると制御

不能になる 

⑥着陸時に激しい吹き降ろしが発生し、周囲のものを吹き飛ばす 

「内部文書は、これらの懸念の多くは、Ｖ２２の構造に起因しているので、軽減する

のは難しいかもしれない」と明記し、構造上に問題がある点をも指摘しています。 

 こうした欠陥について、今回、全議員に配布された平成２７年５月の「ＣＶ－２２

オスプレイについて」の安全性の記述にあたる８ページから１０ページには、「人的

要因による操縦ミス等をどのようにして防止するかについて、十分な防止策がすでに

取られていることを確認。」以外の説明は全くありません。 

 しかも、ご答弁の中にもあるように、今年５月１８日に２名死亡２０名米国ハワイ

州の着陸失敗事故が起きているわけです。 

 今後も国に対し、十分な説明を求めていく考えとのことですが、こうした欠陥に対

する対策が具体的にどのように措置されているのか。例えば、ＭＶ－２２環境レビュ

ーのようなものの作成と報告を求めるなど、国に対してどのように求めていこうとす

るのか、お考えをお聞かせください。 

 

 

 



奥富 20150611 奥富一般質問原稿.doc 15/06/22 

- 4/15 -

議長１０番 奥富 

（１）オスプレイは世界一危険な欠陥機について  ＜３回目＞ 

アメリカの監査、大量の所在地不明機数の問題があります。 

 ２０１２年６月２９日付け「沖縄タイムス」は、２００８会計年度までに予算承認

された米海兵隊調達のＭＶ２２オスプレイ１２６機のうち、事故・故障の１２機を除

いて４３機が行方不明････これが米議会で指摘された。２００９年度米海兵隊航空計

画でオスプレイ保有数が７１機と記されていることで発覚し、米会計監査院や課員監

査政府改革委員会が米海兵隊に情報開示と説明を求めたところ、拒否され、問題化し

たもの。議会が独自に調査したら「破損報告を避ける為に，倉庫に保管や隠している

のではないか」と海兵隊員の内部告発があった。この報道から、３割以上の故障等が

伺えます。岩国から横田に向かうオスプレイが２機で出発して、１機は引き返したな

ど、この間、謎の飛行が複数回ありました。 

 併せて、５月８日横田基地飛来のオスプレイは MV-22B(ET44)とこれまでの機体番

号と違いました。配備先機に入れ替えがあったのではないかという疑惑もあります。 

 オスプレイがいまだ欠陥機であるとすると、市民の命、財産に直結する問題です。

これらについて、情報をお持ちでしたら、お聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

（１）オスプレイは世界一危険な欠陥機について  ＜４回目＞ 

 配備のオスプレイに故障などが多発して起こり、修理技術習熟に問題があるなどで、

機体を入れ替えるなどの必要があったのではないかと、類推されますと述べて 

つぎに移ります。 

 



奥富 20150611 奥富一般質問原稿.doc 15/06/22 

- 5/15 -

１．横田基地へのオスプレイ配備について 

（２）住宅密集地、横田基地への配備の危険について 

 住宅密集地、横田基地へ配備することへの危険性について、市長の認識を問いたい

と思います。世界一危険と言われる普天間基地の人口密度はどれぐらいか、福生市の

人口密度比較ではどうか、基地の面積を除いた場合でお聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

（２）住宅密集地、横田基地への配備の危険について  ＜２回目＞ 

 沖縄の宜野湾市から横田基地を見学に来た方が、住宅密集度合いは似たように見え

るが、横田基地周辺の方が危険だ、普天間には海が近くにあるが、ここにはそれがな

いと言っていましたが、お答えによれば人口密度も福生市の方が大変高いわけです。 

①ところで、２０１２年５月に５市１町に配られた環境レビュー（仮訳）１２３㌻に、 

 滑走路両端に「クリアゾーン」を設定について記載があります。 

 幅約４５０ｍ～約７００ｍ、長さ約９００ｍの台形区域がアメリカの国防省基準で、

「事故可能区域」とされ、住宅や学校などがあってはならない地域ですが、横田基地

の場合「クリアゾーン」は確保されているのか、現状をお聞かせください。 

②本来は基地の外周で見るべきでしょうが、基地の中心から凡そ半径３ｋｍの地域に

含まれる小・中・高等学校、保育園、病院、公共施設等はどの位かお聞かせ下さい。 

③アメリカの法律では、住宅地上空の訓練飛行はありえません。しかも、日米で２０

００年に合意した「環境管理基準」によれば、在日米軍は米国の政策に従い，米国の

基準，一般的に適用され執行される日本国の基準又は適用可能な国際約束の基準のう

ち、より厳しいものから導き出した「日本環境管理基準」（ＪＥＧＳ）を適用する。

としていますが、現実はそうなっていません。この矛盾をどうお考えですか。 
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④通常の飛行訓練に加え、低空飛行訓練や、夜間飛行訓練も実施するとアメリカから

説明を受けている」と、中谷元・防衛相が述べています。沖縄の普天間基地では、１

５０ｍを下回る低空飛行、夜１０時以降の夜間飛行が常態化しています。特殊作戦機

であるＣＶ－２２の場合、低空飛行、夜間飛行とも増えることが予想されます。オス

プレイは自重だけで１６トン、全長１７．５ｍ×全幅２５．５４ｍ×全高６．７３ｍ、

全幅は大型バス（１２ｍ）の長さ２倍強、２５メートルプールが空に覆いかぶさる訳

で、これが福生病院の高さ約３３．４ｍの４．５倍の高度１５０ｍと言う低空飛行は

想像するだけで、十分に恐怖感があります。環境レビューの９３㌻などに記載されて

いるように、市内低空飛行による低周波騒音による健康被害も心配されるところです。 

 このような心配は
き ゆ う

杞憂でしょうか、お考えをお聞かせください。 

⑤墜落事故があれば、福生市民を始め周辺地域住民の人命、火災事故等。東方面なら

更なる重大規模の人命被害、火災事故等。西方面なら水源地が劣化ウランによる放射

能汚染で、長期に亘る水源被害、都民全体の健康被害を起こす可能性も否定できない。 

 こうしたことについては、杞憂でしょうか、お考えをお聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

（２）住宅密集地、横田基地への配備の危険について  ＜３回目＞ 

①横田基地について「クリアゾーン」確保の現状は、後日お聞かせください。 

②基地の中心から半径３ｋｍの円を描くと、福生市の区域はほぼ含まれるとのお答え

でした。横田基地飛来回数トップのＣ－１７大型輸送機が、アラスカで２０１０年７

月２８日に、基地の中心から３ｋｍのところで墜落・炎上し、乗員４人全員が亡くな

った事故があります。この事故機、機体Ｎｏ．００１７３はその年の１月横田基地に、

飛来していたのが確認されています。こうした、危険を想定しての質問でした。 
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③「日本環境管理基準」（ＪＥＧＳ）を適用する。としていますが、現実はそうなっ

ていない件は、回答が来ていないそうなので、後日お聞かせください。 

④低周波音についても、後日改めてお聞きしたいと思いますので、次の機会に聞いて

おいてください。 

⑤事故などへの不安に関して、５月２８日に外務省と防衛省にしっかり要請され、米

国に対しても周辺住民の安全性への懸念が払拭されるよう、強く働きかけること」を

要請されているとのことです。今後も、この点特に引き続きお願いして、 

つぎに移ります。 

 

１．横田基地へのオスプレイ配備について 

（３）日本の航空法等について 

日本の航空法の規定と、適用除外、優先権の実態をお聞かせください。 

「航空特例法」とは、どういう内容の法律か、 

航空法上では、機能面のオートローティション欠如、住宅地上空１５０ｍという飛行

高度とも、「禁止」に該当するかと思いますが、日米合同委員会「航空交通管制に関

する日米合意」等の存在がある中で、市民の安全・安心を守る立場から福生市として

どのように対応しているのか、お聞かせください。今後についてもお聞かせください。 

（航空交通管制に関するＳ２７年６月，Ｓ３４年６月の合意は失効、 

 １９７５年、Ｓ５０年６月規定） 

 

議長１０番 奥富 

（３）日本の航空法等について  ＜２回目＞ 

 日本の中にあって、日本の法律が及ばない国の外交上の対応があるということです。 
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 そんな中で、加藤市長はじめ市長部局、横田基地対策特別委員会が、市民の安全・

安心を守る立場から、要請を今後も強めていくしかないということで、 

つぎに移ります。 

 

１．横田基地へのオスプレイ配備について 

（４）なぜ危険な低空飛行訓練が必要なのかについて 

 なぜ危険な低空飛行訓練が必要なのかについて、市長の見解をお聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

（４）なぜ危険な低空飛行訓練が必要なのかについて  ＜２回目＞ 

 なぜ危険な低空飛行訓練が必要なのかについて、防衛省等の説明では触れられなか

ったとのことですが、他国のレーダーをかいくぐって敵国に侵攻するため。航空レー

ダーは、その特性から低高度の航空機を探知することができないため、この訓練を行

う必要があると、されています。 

 お答えいただいたように、緊急対処時の手順の確認のための操縦訓練などはシュミ

レーターにより実施されるのであれば、横田基地に配備の必要性が限りなく少なくな

ります。しかし、中谷防衛相は１２日午前、アメリカ空軍が、新型輸送機ＣＶ－２２

オスプレイを、東京都のアメリカ軍横田基地に配備すると正式に発表したことに関し、

「日米同盟の抑止力の向上に資するほか、アジア太平洋地域の安定にも資する」と強

調しました。また、中谷防衛相は、「安全性は十分に確認されたと判断している。低

空飛行訓練や、夜間飛行訓練も実施すると、アメリカから説明を受けている」と述べ

た。と言う報道からも、そのような生易しい状況ではないと思えます。と述べて、 

つぎに移ります。 
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１．横田基地へのオスプレイ配備について 

（５）横田エリアについて 

 横田エリアについて、お聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

（５）横田エリアについて  ＜２回目＞ 

 羽田空港にしても、成田空港にしても、関西方面に行くにしても、北海道方面に行

くにしても、なんでこんなに急上昇して高度を上げるのだろうと、思われる方が多い

かと思いますが、日本の国土であって、日本人が自由に飛べない広大なこの「横田エ

リア」があるからです。このほかにも、岩国基地中心に「岩国エリア」、沖縄本島す

べての上空と久米島に「嘉手納ラプコン」の存在があります。 

 逆に、オスプレイに限りませんが、米軍機は「横田エリア」「岩国エリア」「嘉手

納ラプコン」とも自由に飛べるとの解釈で、間違いありませんでしょうか、お聞かせ

ください。 

 

議長１０番 奥富 

（５）横田エリアについて  ＜３回目＞ 

 国に問い合わせ中とのことですので、次の機会にお聞きすることに致します。 

 ここでは、地上だけではなく、空にも日本の主権が及ばない、広大な空域があるこ

と、それが日本の実態だと言うことを指摘して、 

つぎに移ります。 
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１．横田基地へのオスプレイ配備について 

（６）「日本の防衛」「災害対策」に役立つことについて 

 どういう点で役立つのか市長の見解をお聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

（６）「日本の防衛」「災害対策」に役立つことについて  ＜２回目＞ 

①ネパール支援役立たずの報道もあります。４機で行き１機のみ、もう１機は屋根を

吹き飛ばしてしまった。あとの２機は、活躍がなかったようです。 

②米国防総省が５月５日、ＭＶ－２２Ｂオスプレイ１７機と関連装備を日本に売却す

る方針を決め、米議会に通知したとの報道があります。価格は推定で総計３０億ドル、

約３，６００億円となるようです。平成２７年度の社会保障の予算削減３，９００億

円に匹敵する額です。 

③日本以外、唯一残っていたイスラエルが昨年末に購入を取りやめていますので、日

本が 初の輸入国になる見通しです。なかなか買い手がつかない中、日本だけが米国

の軍需産業を潤すとの報道もあるところです。 

 「災害対策」と言いますが、台風があるからと、去年は沖縄から横田基地に避難し

てくる可能性の北関東防衛局からの通知もありました。私が、８月３日から６日まで、

沖縄に行った際、４日と６日に普天間基地のオスプレイを撮影していますが、台風避

難のため、格納庫にほとんど入ってしまっていたし、出ているものも厳重に折りたた

まれた状態がほとんどでした。これで、「災害対策」に役立つのか大変疑問でした。 

 首都直下地震や南海トラフ地震など大規模災害で本当に使い物になると、お考えで

しようか。ネパールの屋根吹き飛ばしの件もありますが、着陸時に激しい吹き降ろし

が発生し、周囲のものを吹き飛ばす問題や、草地などを燃やすほどの熱風を考えると
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き、他の救難ヘリコプターの方がずっと安価で、輸送能力もあるものが多々あります。

膨大な無駄遣いといえます。 

 「日本の防衛」にも役に立つより緊張を高めるだけではないかと考えます。 

 お答えしずらいことかと思いますので、感想だけ述べて 

次に移ります。 

 

２．墜落と騒音被害の危険を全国に拡大することについて 

（１）日本中がオスプレイの訓練場になることについて 

日本中がオスプレイの訓練場になる可能性について市長の見解をお聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

（１）日本中がオスプレイの訓練場になることについて  ＜２回目＞ 

①環境レビューにある全国７つの低空飛行訓練ルートで低空飛行訓練を実施する。 

 東北地方の「グリーン」「ピンク」２本のルート、上信越の「ブルー」、四国を横

断する「オレンジ」、九州北部の「イエロー」、鹿児島と沖縄にのびる「パープル」、

中国地方を横断する「ブラウン」の訓練ルートが、環境レビュー６７から７６ページ

にも、この点での記載があります。 

②加藤市長がお答えのように、自衛隊の訓練空域も使うと報道されています。 

③低空飛行（約１５０ｍ）、夜間訓練が当然の前提と、環境報告書にある。 

④強襲揚陸艦への着艦訓練も行う。 

⑤レーダーの指示を受けない「有視界飛行」が訓練原則。 

⑥オスプレイの場合、ドクターヘリ、防災ヘリの出動地域・低空飛行と完全に重複、

「有視界飛行を原則」、スピードも速いので危険であり、脅威と言える。 
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⑦低空飛行訓練ルート上に、絶滅危惧種のイヌワシやクマタカ、ライチョウなどの生

息地があり、絶滅の危機に追いやられる危険があるといわれている。 

⑧１５５ミリ榴弾砲を空輸し、前線に輸送する訓練も行われることが考えられる。 

⑨武装兵員の吊り上げて、戦闘地域に移動・展開する訓練の実施。 

⑩横田基地に配備で、北海道から本州地域のどこにでも、空中給油不要で、訓練飛行

が容易になる。こうした点についての報道を、どのようにお考えかお聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

（１）日本中がオスプレイの訓練場になることについて  ＜３回目＞ 

 １５５ミリ榴弾砲を空輸し、前線に輸送する訓練や、武装兵員の吊り上げて、戦闘

地域に移動・展開する訓練の実施など、横田基地で行われるとしたら、市民の安全・

安心を大きく脅かすことになると思うが、その点をどのように、お考えかお聞かせく

ださい。 

 また、米国防省は５月１１日、報道発表で、横田基地へのＣＶ－２２配備について

「オスプレイの１個特殊作戦隊」という新たな部隊の配備であることを明確にしてい

ます。この点について、どのような説明を受けているかお聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

（１）日本中がオスプレイの訓練場になることについて  ＜４回目＞ 

 本当に「丁寧」な説明で、実態が全く分かりません。市民の側としては不安だけが

増幅していくのではないでしょうか。しっかり聞き出していただくよう要望しまして、 

つぎに移ります。 
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２．墜落と騒音被害の危険を全国に拡大することについて 

（２）ＭＶとＣＶの違いについて 

ＭＶとＣＶの違いをどう捉えているか、定義を含め市長の見解をお聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

（２）ＭＶとＣＶの違いについて  ＜２回目＞ 

ＣＶ－２２には、ＭＶ－２２の機能に加えて、地形追随装置、夜間飛行能力機能の強

化、電子妨害機能、レーダー探知機能を装備しているとのことですが、地形追随装置

の性能を活用すると、１５メートルの超低空飛行が可能となると聞いています。 

 こうなると、いくら優秀な飛行体であっても、事故は十分に予想され得ます。 

 こうした特殊飛行に慣れた状態で、福生市の上空も超低空飛行されたら大変な事態

になると思うが、その点どのように、お考えかお聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

（２）ＭＶとＣＶの違いについて  ＜３回目＞ 

？ （通常、飛行シュミレーション…  予定） 

①ＭＶにくらべＣＶは事故率が、３倍高いと言われますが、その違いはどうしたとこ

ろからくるのか、お聞かせください。 

②事故率のカウントについて、クラスＡ、クラスＢ、クラスＣの違いについてお聞か

せください。途中で、カウントの基準数値の変更があったことも、あわせてお聞かせ

ください。 

③飛行時間が増加すれば事故率が低減という説明がされてきましたが、現実はどうな

っているかお聞かせください。 
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議長１０番 奥富 

（２）ＭＶとＣＶの違いについて  ＜４回目＞ 

ＣＶ－２２は、沖縄に配備されているＭＶ－２２オスプレイと機体そのものは、基本

的に同じです。しかし、防衛省資料で比較する限り、 も深刻な「クラスＡ」事故率

はＭＶ－２２の３倍以上に達しています。また米軍の 新資料、主な米軍機の過去１

０年の平均事故率。（２０１４年米会計年度まで）米空軍安全センターの公表資料を

見ても、空軍機の中でもとりわけ高い事故率を記録しています。 

「クラスＡ」で、紹介しますと、ＣＶ－２２オスプレイ７．２１、Ｂ１爆撃機５．１

８、Ｂ５２爆撃機２．０８、Ｆ１５戦闘機１．８８、Ｆ１６戦闘機１．９５、Ｈ６０

ヘリ４．２４と、突出した高い値です。 

「クラスＢ」でも、大変高い値です。ＣＶ－２２オスプレイ２８．８３、Ｂ１爆撃機

３１．５２、Ｂ５２爆撃機８．３２、Ｆ１５戦闘機４．９３、Ｆ１６戦闘機１．１７、

Ｈ６０ヘリ５．０２と、高い値です。 

 もともと不安定な機体構造に加え、特殊作戦という過酷な任務を求められているた

めだと考えられています。とだけ、述べまして、 

（「クラスＡ」＝損害額２００万ドル以上）（「クラスＢ」＝５０万～２００万ドル） 

つぎに移ります。 

 

３．「横田基地配備撤回が当然」の取り組みについて 

 新たなオスプレイ配備は日米が地球規模で戦争協力をすすめるもので配備撤回しか

ないと考えるが、経緯と報告内容等の確認、市長のお考えをお聞かせください。 
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議長１０番 奥富 

３．「横田基地配備撤回が当然」の取り組みについて  ＜２回目＞ 

 お答えいただいたように、国民全体の問題としてとらえ、国が責任を持ってその対

策に万全を期していただく上でも、日本全体に影響が大きく広がる問題だけに、地方

自治体自身が互いに連携する必要があると、思います。そこで、 

①５市１町との連携、②都との連携、③５市１町以外の近隣市、町などとの連携④全

国の首長との連携の面での取り組みも大切だと思いますが、お考えがありますか、お

聞かせください。 

 

議長１０番 奥富 

３．「横田基地配備撤回が当然」の取り組みについて  ＜３回目＞ 

 是非、５市１町以外の近隣市、町などとの連携も深め、私たち議員も含め、市民の

お力もお借りした総力で「市民の安全、安心を守りましょう」と表明して、 

 私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 


